
折り紙の世界　～千羽鶴、紙ヒコーキからアートまで～

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

鶴のおりがみ 日本折紙協会 編集 日本折紙協会 2013.12 Y78-L1541

桑名の千羽鶴 大塚由良美 編著 桑名の千羽鶴を広める会 2010.2 KB311-J8

吉澤章創作折り紙 :  寄贈記念図録  吉澤章 [作] 紙の博物館 2017.6 KB16-L1188

おりがみ新発見.1 笠原邦彦 著 日貿出版社 2005.1 Y78-H4001

おりがみ新発見.2 笠原邦彦 著 日貿出版社 2005.3 Y78-H4170

おりがみ新発見 : 古典から最新作まで300年の絵巻.3 笠原邦彦 著 日貿出版社 2005.4 Y78-H4314

ぜったい折れるかんたんおりがみ 北村惠司 著 グラフ社 2008.7 Y78-J980

日本のおりがみ12か月 : 決定版! 山口真 著 ナツメ社 2016.3 Y78-L4054

おりがみ傑作選 日本折紙協会 編 日本折紙協会 1998.7 KB311-G79

おりがみ傑作選.2 日本折紙協会 編 日本折紙協会 1999.12 KB311-G79

折り紙百科 : 子供から大人まで楽しめる200作例 笠原邦彦 著 日貿出版社 2016.4 Y78-L4197

日本のおりがみ事典 山口真 著 ナツメ社 1995.2 KB311-E92

立体折り紙アート.世界の旅 茶谷正洋, 茶谷亜矢 著 JTBパブリッシング 2012.3 Y94-J25506

立体折り紙アート.京都・奈良の旅 茶谷正洋, 中沢圭子 著 JTBパブリッシング 2012.3 Y94-J25509

折り紙ヒコーキ進化論 戸田拓夫 著 日本放送出版協会 2003.8 KB311-H5

お札deおりがみ公式『ターバン野口』のつくりかた
いそにしまさお 著, ピロ, 長谷川洋介 監
修

宝島社 2007.3 Y78-H7827

お札deおりがみ.2(公式『ターバン野口ファミリー』のつくりかた) いそにしまさお 著 宝島社 2007.7 Y78-H8418

伝承折り紙事典 : 定番がつまった折り紙の決定版 ([レディブティックシ
リーズ] ; [4498])

ブティック社 2017.1 Y78-L5694

曲線折り紙デザイン = Curved Fold Origami Design :  曲線で折る7つの
技法

三谷純 著 日本評論社 2018.7 KB311-L19

Origami workshop and history of paper in Japan = オリガミ講習会と日
本における紙の歴史 (論文・講演・学会発表・その他なんでもシリーズ ;
16)

Reiko Sekiguchi 著
The Japanese Society
Research Institute

2018.8 K19-B26

子どもと遊ぶ～保育編～

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

おり紙マジックシアター : 歌あそび&劇あそび 藤原邦恭 著 いかだ社 2017.3 FC32-L1059

おり紙歌あそびソングシアター : 紙1枚で楽しむ童謡&わらべ歌 藤原邦恭 著 いかだ社 2017.1 FC32-L996

あそびのおりがみ 山本由紀子 著 フォーラム・A 2012.9 Y78-J8135

Pripri年齢別おりがみ : 壁面アイデアつき. 世界文化社 2009.2 FC32-J327

30分でできる折り紙ランド 川並知子 著 フレーベル館 2001.7 FC32-G972

遊べる!飾れる!折り紙で作るおはなし指人形 いしばしなおこ 著 世界文化社 2017.3 FC32-L1124

古典折り紙--新版 佐久間八重女, 佐久間鳦子 著 平凡社 1990.5 KB311-E36

ミニ展示　折り紙　展示資料リスト
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子どもと遊ぶ～いきもの編～

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

十二支とかわいい動物たち : おりがみで作る壁面かざり 新宮文明 監修 滋慶出版/つちや書店 2016.12 KB311-L13

おりがみのはこどうぶつ : みんなで、つくろう! 木村良寿 著 日本ヴォーグ社 2017.2 Y78-L5024

虫のおりがみ : 伊丹市昆虫館「昆虫折り紙アート講座」作品集
伊丹市昆虫館昆虫折り紙アート講座グ
ループ 編

伊丹市昆虫館 2001.1 Y78-H5865

虫のおりがみ : 伊丹市昆虫館「昆虫折り紙アート講座」作品集.2 伊丹市昆虫館昆虫折り紙アート講座 編 伊丹市昆虫館 2005.3 Y78-H5866

虫のおりがみ : 伊丹市昆虫館「昆虫折り紙アート講座」「虫のおりがみ
ワークショップ」作品集.3

伊丹市昆虫館虫のおりがみワークショッ
プ 編

伊丹市昆虫館 2011.3 Y78-J6772

切らずに1枚で折る爬虫類・両生類折り紙 フチモトムネジ 著
エムディエヌコーポレーショ
ン ;  インプレス (発売)

2016.8 Y78-L4416

リアル折り紙 : 1枚の紙からつくる驚きのアート.水の中を泳ぐ生きもの編 福井久男 著 河出書房新社 2016.7 Y78-L4413

恐竜のおりがみ.1 川畑文昭 著 誠文堂新光社 2001.4 KB311-G178

おりがみで森を作ろう =Let's make an origami tree and… 辻やのか 著 辻やのか 2015.11 Y93-L7809

暮らしを彩る折り紙

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

暮らしと四季を優雅に楽しむ実用おりがみ : 全86作品 金杉登喜子 著 成美堂出版 2016.5 Y78-L4135

一年中楽しめるおりがみ壁飾り : 指先を使っていきいき! :  65作品 堀込好子 著 日本ヴォーグ社 2017.4 EG51-L1359

暮らしを彩る和紙オリガミ 山梨明子 著 実務教育出版 2017.2 Y78-L5057

年中行事を楽しむ華やかな折り紙 郷原利夫, 富永康平, 二階堂黎子 著 清泉図書 2003.6 Y78-H887

祝事を彩る折々の折り紙 遠藤和邦 [ほか]著 清泉図書 2003.6 Y78-H888

飾る・贈る花の折り紙 : すてきなフラワーアレンジ集 :  生花に見える! 鈴木恵美子 著 池田書店 2017.2 Y78-L5230

折り花 : 折り紙でつくる四季の素敵な花々 田中たか子 著 河出書房新社 2016.3 Y78-L4089

大人のフラワー折り紙四季を折る (TJ MOOK) 寺西恵里子 折り紙考案・監修 宝島社 2017.6 Y94-L37514

濱直史 和の立体切り絵 :  伝承折り紙をモチーフに四季を飾る 濱直史 著 誠文堂新光社 2017.3 Y78-L5147

立体ORIGAMI雑貨 : 折って使える
川手章子 作品デザイン・制作, 日本折紙
協会 監修

日本ヴォーグ社 2016.12 Y78-L4921

食べる・動かす・もてなす折り紙 : 遊び心をくすぐる32作例  鈴木恵美子 著 日貿出版社 2017.2 Y78-L5089

ユニット折り紙の世界

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

ユニット折り紙の世界 : 組み方の写真解説付き つがわみお 著 ブティック社 2017.2 Y78-L5036

季節をつなぐ12か月のユニットおりがみ 日本折紙協会 編集 日本折紙協会 2014.12 Y78-L2730

詳細ユニット折り紙 : 無限に広がる世界を楽しむ 北條敏彰 著 日本文芸社 2016.7 Y78-L4350

ブロック折り紙 : 作って楽しい!見て美しい! 金杉登喜子 著 日東書院 2000.11 KB311-G156

花まり :  多面体おりがみで作る 布施知子 [著] 日本ヴォーグ社 2016.2 Y78-L3911

みんなくすだま 日本折紙協会 編 日本折紙協会 1994.11 KB311-G25

脳を鍛えるユニット折り紙 : 折り紙で楽しむ立体パズル (レディブティック
シリーズ ; 4669)

つがわみお 著 ブティック社 2018.9 Y78-L6852

立体折り紙アート = 3D Origami Art : 数理がおりなす美しさの秘密 三谷純 著 日本評論社 2015.7 MA92-L30
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折り紙と科学

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

折り紙と数学のひろば 堀井洋子 著 日本評論社 2004.8 MA92-H10

折り紙の数理と科学 Thomas Hull 編, 川崎敏和 監訳 森北出版 2005.5 MA91-H19

折紙の数学 : ユークリッドの作図法を超えて
ロベルト・ゲレトシュレーガー 著, 深川英
俊 訳

森北出版 2002.4 MA91-G45

折紙数学 : 折紙で作図を楽しむ 畠山一平 著
東京図書出版会 ;  リフレ
出版 (発売)

2007.3 MA91-H40

折紙の数理とその応用 野島武敏, 萩原一郎 編 共立出版 2012.9 MA92-J24

オリガミクス.2 芳賀和夫 著 日本評論社 2005.8 KB311-H18

ものづくりのための立体折紙 野島武敏 著 日本折紙協会 2015.7 MA92-L31

折り紙と数学の楽しみ 加藤渾一 著 ダイヤ書房 2008.11 FC88-J149

折る幾何学 :  約60のちょっと変わった折り紙 前川淳 著 日本評論社 2016.9 Y78-L4697

幾何的な折りアルゴリズム : リンケージ,折り紙,多面体
エリック・D.ドメイン, ジョセフ・オルーク
著, 上原隆平 訳

近代科学社 2009.11 MA92-J6

計算折り紙入門 = Introduction to Computational Origami :  あたらしい
計算幾何学の世界

上原隆平 著 近代科学社 2018.6 MA91-L49

折り紙数理の広がり
三浦公亮, 川崎敏和, 舘知宏, 上原隆平,
Robert J. Lang, Patsy Wang-Iverson 編,
上原隆平 ほか 共訳

森北出版 2018.11 MA91-L51

折り紙のすうり : リンケージ・折り紙・多面体の数学 ジョセフ・オルーク 著, 上原隆平 訳 近代科学社 2012.7 MA92-J25

ドクター・ハルの折り紙数学教室 トーマス・ハル 著, 羽鳥公士郎 訳 日本評論社 2015.9 MA91-L27

折り紙の科学 (B&Tブックス. おもしろサイエンス) 萩原一郎, 奈良知惠 著 日刊工業新聞社 2019.3 KB311-M2

保育・教育に生かすOrigamiの認知心理学
丸山真名美 編著, 梶田正巳, 杉村伸一
郎, 竹内謙彰, 山中和人 著

金子書房 2018.11 SB81-L42

電子情報通信学会誌 = The journal of the Institute of Electronics,
Information and Communication Engineers 102(4)=1139
 (小特集 折り紙の科学）

電子情報通信学会 2019.4 Z16-192

折り紙を外国語で説明する

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

英語訳つきおりがみBest50 = Origami for Beginners : 50 Easy and Fun
Japanese Paperfoldings

青木真理 訳 主婦の友社 2016.12 Y78-L4799

おりがみ4か国語テキスト100 =ORIGAMI TEXTBOOK 100 in 4
languages :  日本語・英語・スペイン語・フランス語

日本折紙協会 編集 日本折紙協会 2015.6 Y78-L3779
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